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Startup Weekends are weekend-long, hands-on experiences where entrepreneurs and aspiring entrepreneurs 

can find out if startup ideas are viable.  On average, half of Startup Weekend’ s attendees have technical or 

design backgrounds, the other half have business backgrounds.Beginning with open mic pitches on Friday, 

attendees bring their best ideas and inspire others to join their team. Over Saturday and Sunday teams 

focus on customer development, validating their ideas, practicing LEAN Startup Methodologies and building a 

minimal viable product. On Sunday evening teams demo their prototypes and receive valuable feedback from a 

panel of experts. Call us biased, but we think that there are dozens of reasons why you should come to a 

S tar tup  Weekend!   S ince  we know your  t ime is  va luab le ,  we ’ l l  on ly  l i s t  the  top  e igh t :

F U K U O K A  2 0 1 8  J U N

2018.6.15 18:00
F R I ~17 21:00

S U N

週末の54時間に出現する
幻のシリコンバレー



Startup Weekend Keynote & Fun

下岡 純一郎 株式会社クアンド　代表取締役CEO

福嶋 真一 日本交通産業株式会社　代表取締役

山田　裕美 九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター講師

杉本 将隆 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアマネジャー

覚田義明 株式会社ペンシル・創業者＆取締役会長

永山　佳代 株式会社ラシゴーニュ　代表取締役

進　浩人 株式会社スタートトゥデイテクノロジーズ　
ジェネラルマネージャー

坂本 剛 QBキャピタル合同会社 代表パートナー

Schedule スケジュール

Judges 審査員

Coaches コーチ

Friday
6:00pm

・ピッチは60sec、音楽がなったら残り10秒
・3日間一緒になりたいチームに投票しましょう

“SWから人を得よう!!”

ピッチと投票でチーム作り7:45pm

・role分担、MVP#1の設計
チーム作業開始9:10pm

最後はParty&真の学び!
※スケジュールは変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※五十音順

2018年6月15日（金）18:00～17日（日）21:00

前払い：7,000円
開催日時

参加費用 デザイナー・ハッカー

Outline イベント概要 ※ご来場は公共交通機関をご利用ください

※五十音順

“今からはフォーカスと実装のみに!!”

社会人のみなさまへ
新事業や起業を成功させるには、人と接するスキル、自分の価値を相
手に伝えるプレゼンスキルなど、幅広いスキルが必要で、スキル向上に
は実践が必要です。今の会社でさらに活躍するため、そしていつか人生
の転機が訪れた時、そのチャンスをつかむために週末をかける価値の
あるイベントです!

学生のみなさまへ
社会人参加者と共に実践的イベントで経験する企画・開発・マーケ
ティング・マネージメント・プレゼン等の全てが就職活動の武器になっ
てくれます。さらに第一線で活躍中の審査員・コーチから学ぶことので
きる環境がここにはあります!起業を目指す方、就職を目指す方、開発
に興味のある方、デザインに興味のある方、参加者は様々です。そんな
参加者がチームとして一つのビジネスを形にする!貴重な時間を経験し
た時、あなたの履歴書の魅力も変わっているかも!?

Startup Weekendとは?
“スタートアップウィークエンド（SW）”は、週末の金曜夜から日曜夜まで54時間かけて開
催される、「起業家体験イベント」です。週末だけで参加者は、アイディアをカタチにする
ための方法論を学び、スタートアップをリアルに経験することができます。
わたしたちは、スタートアップが最初の一歩を踏み出すためのプラットフォームを目指して
おり、開発者やビジネスマネージャー、アントレプレナー、デザイナー、マーケター等、さま
ざまなスキルの人々を結びつけ、アイディアが現実になることを願ってます。

［金曜日］

朝食1時間＋告知

Saturday
9:00am

・1時間弱くらいでMVP ver1を完成しましょう
・顧客インタビュー&MVPのテストで＋1時間

・5分発表、5分Q&A

“スタートアップ本格始動!!”

“SWのランチは是非ソーシャルに!!”

MVP ver1で顧客開発開始9:30am

ランチ12:00am

顧客開発再開、午前作業結果分析1:00pm

コーチ陣が到着、コーチのテーブルオープン2:00pm

　夕食6:00pm

中間点検8:00pm

［土曜日］

朝食&運営側からの案内

Sunday
9:00am “チーム作業再開”

ランチ12:30pm “プレゼン練習とデモ準備開始”

最終プレゼン4:30pm

“やってみてこそ気づくもの”

［日曜日］

※参加人数には制限がありますので、お早目にお申込みください。
　ご不明な点は上記URLのお問い合わせよりお願いいたします。

福岡市早良区西新6-2-92（福岡市地下鉄空港線西新駅より徒歩5分）

（当日：10,000円）

info@startupweekend.jp
http://swfukuoka.doorkeeper.jp参加申込

西南学院大学 中央キャンパス 2号館8階大会議室会　　場

・ハスラー
＊Tシャツ付き

おいしい
食事が7食付

福岡タワー
福岡ヤフオク!ドーム

百道ランプ

至 箱崎
中洲川端

地下鉄空港線
天神

唐人町西新

西南学院大学

大濠公園

赤坂
西鉄福岡

（天神）駅

薬院駅
六本松

地下鉄七隈線

福岡市博物館

福岡都市高速環状線

博多駅

ご来 場 の 際 は
公共交通機関を
ご利用ください

中央キャンパス
2号館8階大会議室


